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名称 Daikin Applied Europe S.p.A. 

 

所在地 イタリア ローマ県アリッチャ 

敷地⾯積 76,000 m2 

設⽴ 1969年10⽉ 

従業員数 673⼈（2022年3⽉末時点） 

主要製品 チラー、⼩型インバータチラー、コンプレッサ 

認証取得 ISO 9001 1997年3⽉ 

 ISO 14001 2010年1⽉ 

 ISO 45001 2012年2⽉ 

 グリーンハートファクトリー 2021年2⽉ ランク︓シルバー 

 

名称 Daikin Applied Europe S.p.A. 

 

所在地 イタリア ミラノ県セッターラ 

敷地⾯積 12,450 m2 

設⽴ 2008年3⽉ 

従業員 159⼈（2022年3⽉末時点） 

主要製品 エアハンドリングユニット（AHUs） 

認証取得 ISO 9001 2009年4⽉ 

 ISO 14001 2010年1⽉ 

 ISO 45001 2012年2⽉ 

 グリーンハートファクトリー 2021年2⽉ ランク︓シルバー 
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名称 Daikin Applied Europe S.p.A. 

 

所在地 イタリア ヴィチェンツァ 

敷地⾯積 1,600 m2 

設⽴ 2018年1⽉ 

従業員数 21⼈（2022年3⽉末時点） 

主要製品 チラー・クーリングシステム⽤インバータ 

 ISO 14001 2022年1⽉ 

 ISO 45001 2020年3⽉ 

 グリーンハートファクトリー 2021年2⽉ ランク︓シルバー 

 

名称 Daikin Applied UK Ltd 

 

所在地 イギリス クラムリントン 

敷地⾯積 7,500 m2 

設⽴ 1998年10⽉ 

従業員数 184⼈（2022年3⽉末時点） 

主要製品 エアハンドリングユニット（AHUs） 

認証取得 ISO 9001 2003年3⽉ 

 ISO 14001 2010年1⽉ 

 ISO 45001 2011年2⽉ 
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【環境】 環境負荷低減への取り組み 

＜アリッチャ＞ 
 廃棄物削減 

⼩型インバータチラーのコイルを分別するために、プラスチックシートと⽊
製パレットを使⽤し、廃棄しています。 

このプラスチックシートと⽊製パレットは、現在、仕⼊先に引き取られ、
再利⽤されています。 

これにより、年間約8,500ユーロの廃棄物処理費⽤の削減と、⽊くず
40,000kg、プラスチック11,000kgの廃棄物量の削減を実現しまし
た。 

 

＜アリッチャ＞ 
 ⽔の削減 

⽔使⽤量の削減のため、以下の活動を実施しました。 

 ⽔の使⽤量を継続的に測定するための2つの流量計の設置 

 冷却塔新⽔⼝供給⽤タイマー  

 n.3テストベンチへの⽔回収システムの導⼊ 

 ⼩型インバータチラー⼯場のテストベンチを完全⽔回収システムで新規製作 

これらの活動により、2021年度⽐で35％（17,000m3相当）の⽔使⽤量の削減を実現しました。 

＜アリッチャ＞ 
 ⽔質 

チラーテストベンチ廃⽔処理装置を新設しました。これにより、排出さ
れる⽔の品質を向上させることができます。 

 



Daikin Applied Europe S.p.A.  Report by Business Site FY2021 

‐ 4 ‐ 

 

＜アリッチャ＞ 
 廃棄物削減 

DAEで製造されるファミリーコンプレッサーの鋳鉄は、年2回の⾼圧試
験を受けなければなりません。 

鋳鉄が内部の⾼圧荷重により過⼤な変形を起こし、組み⽴てることが
できない場合、やむなく廃棄していました。現在では、鋳鉄品をサプラ
イヤー（鋳物⼯場）に返却し、再利⽤しています。 

これにより、年間約12,000ユーロの廃棄物処理費⽤と8トンの廃棄
物量が削減されました。 

 

＜ヴィチェンツァ、アリッチャ＞ 
 廃棄物削減 

ヴィチェンツァ⼯場からアリッチャ⼯場に送られたインバータは、コンプレッ
サの中に組み込まれます。このインバータを輸送するためのダンボール
箱を、返却可能なプラスチック製に変更することで、年間2,680kgの
廃棄物を削減することができました。さらに、プラスチック製の箱は積み
重ねが可能なため、トラック1台あたりのスペースを有効に活⽤し、輸
送回数を減らすことができます。 

 

＜セッターラ＞ 
 廃棄物削減 

⽊製のパレットで納品された⾦属板は、これまで廃棄物として処理されていました。サプライヤーとの契約により、す
べての⽊製パレットが返却され、再利⽤されるようになりました。 

これにより、年間約1,500ユーロのコスト削減と、11トンの廃棄物削減を実現しました。 
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＜クラムリントン＞ 
 廃棄物削減 

⽊製パレットで納⼊された製品・商品は、取引先にて引き取り、再利
⽤することでリサイクルされています。これはIBCの場合も同様です。 

 

＜クラムリントン＞ 
 エネルギーと炭素の合理的な報告（SECR) 

SECRは、英国企業に対して新たに義務付けられたエネルギーと炭素
の報告制度です。これに伴い、現在では以下の事項を報告していま
す。 

 ⾃社が責任を負うべき全世界の年間排出量（例︓購⼊した電
気やガス、または⾃社が所有するボイラー、炉、⾞両からの排出
量 

 グローバルなエネルギー使⽤の基礎となるもの 

 前年度数値（初年度は除く） 

 少なくとも1つの原単位⽐ 

 会計年度中に実施したエネルギー効率化措置 

 使⽤した⽅法 

当社の総エネルギー消費量および排出量のうち、英国に関する割合。

 

＜クラムリントン＞ 
 ⼯場廃棄物の削減 

2018年度、DAPUKはAAFUKから廃棄物を分離し、⾃社の重量と
廃棄物量の把握を開始しました。DAPUKが使⽤する廃棄物や埋⽴
地⾏きの廃棄物を減らすことが⽬的です。 

お取引先様には、商品の梱包材を削減・廃⽌するようお願いしていま
す。調達担当者は、サプライヤーの梱包を監視しています。 
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＜クラムリントン＞ 
 エネルギー使⽤量削減 

EN CEI 16247に基づき、全事業所を対象としたエネルギー監査を
実施し、エネルギー使⽤量の多い⼯程と建物を特定し、省エネの可能
性を調査するために最も時間を割いています。 

現地訪問の前に、エネルギー消費量に関するデータと⼯場や⼯程の
簡単な概要の提出を求めます。これは、エネルギーのパターン、傾向、
配分を確⽴するために使⽤するためです。 

現地訪問の際、最初のデータ分析により、物理的な検査や質問に費
やす時間の優先順位が決められます。現地視察は、グループの現場
スタッフや環境担当者とともに⾏われました。これにより、検査官は建
物のレイアウトやプロセスだけでなく、企業戦略や⻑期的な⽬標もすべ
て理解することができました。 

現場監査では、建物の外壁、冷暖房や換気などの建物サービス、プロ
セス（この場合は、成型や塗装、最終製品の組み⽴てに使⽤するエ
ネルギー）などの側⾯が含まれます。また、各⼯程の管理状況も調査
しました。検査の各部分は⾮侵⼊型で、抜き打ち検査が基本です。 

 

 

【環境】 ⽣物多様性の保全事例  

＜アリッチャ＞ 
 栄誉 

2021年9⽉27⽇、DAEとローマ、チャールズ・ダーウィン・サピエンツァ⼤学⽣物学・バイオテクノロジー学科が主催
する第7回Daikin Awardの評価委員会が、⽣物多様性保全の若⼿研究者に授与されました。 

イタリアの13⼤学から21名の応募があり、その中から、優れた博⼠論⽂と⽣物多様性保全の分野における科学
的貢献が認められたManuele Bazzichetto博⼠に授与されました。 
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【環境】 環境コミュニケーション事例  

 グリーンハートファクトリー 

ダイキンアプライドヨーロッパ社がグリーンハートファクトリープログラムで銀
賞を受賞しました。 

会社 1回⽬ 3回⽬ 改善値 

DAE 148.9 172.2 115,6% 
 

 

＜クラムリントン＞ 
 環境教育・啓発 

DAPUKは、2019年度を通じて、廃棄物の削減、リサイクル、汚染防⽌、溶剤管理、化学物質の適切な保管な
どのテーマで従業員とのツールボックストークを実施しました。また、サプライチェーン・パートナーとのコミュニケーションを
密にし、梱包材の削減に努めました。 
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【顧客満⾜】 品質向上への取り組み 

 品質組織︓QC（製品およびサプライヤーの品質管理） 

チームリーダー1名、監査員2名からなる受⼊部品検査専⾨チームを設置。このチームはPRDからの不良品管理、
⼊荷段階での材料チェック、部品の技術変更チェック、サプライヤーからの発⾏後の新しい部品、リワークを専⾨に
担当します。 

 品質組織︓QC（製品およびサプライヤーの品質管理） 

QAC導⼊後、QC部⾨を2つに分けました。QAC導⼊後、QC部⾨をDENVの品質組織と同じように製品QCとサ
プライヤーQCの2つに分けました。社内プロセスの品質パフォーマンスとサプライヤーの問題を監視し、⼯場とサプライ
ヤーに直接適⽤されるPDCAサイクルによって問題を解決するために2つのチームを設⽴しました。 

製品品質管理組織では、2名（QCマネージャーとSICエンジニア1名）を追加し、4名の監査員（チラー⼯場と
SIC⼯場に各1名）を追加する予定です。QACはチラー担当のエンジニアを1名、サプライヤーQCはチラー部品検
査担当の審査員を1名増員する予定です。 

また、監査員も2名（AHU⼯場1名、PE⼯場1名）追加する予定です。 

 

 品質組織︓QCチーム 

DAEの5⼯場（チラー、コンプレッサ、AHUイタリア、
AHUイギリス、VFD）を統合し、5拠点で同じ品質
⼿順と⼿法を適⽤する品質管理組織とします。 
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【顧客満⾜】 お客様のニーズを反映するシステム 

＜アリッチャ＞ 
■ 商品開発会議 

DAEは、お客様の要望を聞き、製品開発の優先順位を決
めるために、年度内に数回、関連会社との会議を開催して
います。 

年2回、関係会社の常務と「アプライドPDM会議」を開催
し、商品開発の優先順位を決めるための戦略的な議論を
進めています。 

関連会社の製品スペシャリストとの専⾨家会議（冷凍機
は年2回、空気側製品は年1回、制御機器は年1回）で
は、新製品開発に関する技術的・商業的な詳細な議論を
⾏っています。また、ドイツ、イギリス、ドバイなどの主要市場
では、毎年ローカルPDMミーティングを開催し、各国固有の
ニーズをより深く調査しています。 

 

 

【⼈材】 従業員に対する⼈材育成  

＜アリッチャ＞ 
■ インターンシップ・プログラム 

当社のインターンシップは、⼈材育成の重要な要素となって
います。毎年、専⾨学校の新卒者20〜30名を対象に数
回のセッションを実施しています。 

卒業⽣はすべて周辺地域の出⾝で、ダイキンのブランドと⽂
化を広めるために、事業所のある学校で直接インターンシッ
プ・プログラムを紹介しています。 

研修⽣の9割がインターンシップ終了後、DAEで仕事の提
案を受けました。 
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＜DAE＞ 
■ リーンシンキング研修 

DAEは2017年から、⽣産ラインの管理者を巻き込んだ年次研修を
通じて、成功事例の共有、研修講師の育成、改善のための新たなソ
リューションの発掘など、リーンシンキングのアプローチを広めています。 

2021年、リーン技術を強化し、トレーナーを育成し、強⼒な製造チー
ムを開発するために、新しいR&D、エンジニアリング、製造ディレクター
が到着し、プログラムを強化。エネルギー、積極性、前向きな関係を集
めた献⾝的なチーム作りを⾏っています。 

 

＜アリッチャ＞ 
■ DAEアカデミー 

DAE PDSアカデミーを⽪切りに、社内での技術講習など、より多くのテーマを網羅し、知識の共有とチームワークの
強化を図るために、DAEアカデミーの範囲を拡⼤しています。 

（新型コロナウイルス感染症により延期） 
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＜アリッチャ＞ 
■ DAE@University 

DAEは、さまざまなプロジェクトを通じて⼤学との関係を強化していま
す。 

2021年、DAEはCESOPと共同で、雇⽤者のブランディング戦略を強
化し、候補者の体験を向上させることを⽬的としたバーチャルジョブミー
ティングに参加しました。2021年、DAEはCESOPと共同で、雇⽤者
のブランド戦略を強化し、候補者の好感度を⾼める⽬的で、バーチャ
ル就職会議に参加しました。主にイタリアの優秀な⼤学の⼯学部の新
卒者を対象としました。 

22年度も、このような取り組みや積極的な関係・パートナーシップを継
続・向上させたいと考えています。 

- CESOPとのパートナーシップによる、エンジニアリングとSTEMガー
ルズに焦点を当てたバーチャルジョブミーティング。1〜2回の国内イ
ベント 

- メカトロニクスと制御⼯学に焦点を当てたUniTrentoでのキャリア
フェア。事業開発部によるFY22の主な取り組み 

- ナポリ⼤学との共催で、当社の事業の柱である「冷却技術」を専
⾨とする機械⼯学の特別企画によるリクルーティング・デイを開催 

 

＜クラムリントン＞ 
■ マネジメントスキル研修 

DAPUKは、外部のトレーニングプロバイダーと共同で、新しいeラーニングポータルの設⽴を進めています。このポータ
ルサイトには、コンプライアンス、H&E、リーダーシップ＆マネジメント、ビジネススキル、カスタマーサービス、IT＆プロジ
ェクトマネジメントなど、全従業員が修了しなければならないモジュールと、必要に応じて割り当てられるモジュールが
含まれる予定です。 

また、ピープルマネジメントワークショップ、セールスデベロップメント、マイクロソフトオフィス・カスタマーサービスワークショ
ップ、エンジニアリング・製造ワークショップなどの無料トレーニングについても、政府からの資⾦援助を申請していると
ころです。 
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＜クラムリントン＞ 
■ 全従業員向け研修 

DAPUKでは、全従業員を対象とした研修計画を策定しており、年次業績評価後に研修の必要性を確認してい
ます。 

また、社内研修やツールボックストークを定期的に実施し、⽣産⼯程などの変更点を従業員に周知しています。 

DAPUKは、従業員の職務記述書に沿って、各部⾨の研修計画を確定しており、各従業員の特定の要件に加
え、役割に応じた能⼒を含んでいます。すべてのトレーニング、社内トレーニング、ツールボックストークを記録する新
しいシステムを導⼊し、部⾨と従業員のマトリックスとレポートを提供するとともに、有効期限を記録して再トレーニン
グが必要な時期を把握できるようにしています。 

現在使⽤しているSOPの改訂を⾏うとともに、必要に応じて新しいSOPを作成しています。21年度末には、すべて
のマネージャーとスーパーバイザーが「効果的なSOPの書き⽅」についての1⽇トレーニングに参加できるように⼿配し
ました。 

＜クラムリントン＞ 
■ マネジメントスキル研修 

DAPUKは、Impellus Training社を利⽤し、管理職の育成に体系的なアプローチを提供しています。このトレー
ニングプログラムでは、管理職はマネジメントやリーダーシップのスキルについて、2級から5級までの資格を取得するこ
とができます。 

また、3名のマネージャーがMBAを取得しており、ビジネスにも⼤きなメリットをもたらしています。 

 

【⼈材】 ダイバーシティの推進 

＜DAE＞ 
■ ダイバーシティ＆インクルージョン 

DAEは、技術職の⼥性をより多く採⽤することを⽬指し、ダイバーシテ
ィ＆インクルージョンのための取り組みを実践しています。各技術部⾨
に最低1名の⼥性を配置することを⽬標としています。 

 
2020年にチェッキーナの⼯場で最初の⼥性
が採⽤されてから、現在14⼈の⼥性がDAE

サイトの⽣産ラインや倉庫で勤務中 
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＜クラムリントン＞ 
■ ディグニティ研修 

DAPUKは、職場における差別をなくすための法的保護を定めた「2010年平等法」の遵守に努めています。
DAPUKは、「職場における尊厳に関する⽅針」と「機会均等に関する⽅針」を定めています。 

新⼊社員に対しては、⼊社時の研修の⼀環として、また社員に対しては、2〜3年ごと、あるいは必要に応じて、e
ラーニングによる研修を⾏っています。これは従業員研修計画に記録されます。 

 

【⼈材】 労働安全衛⽣の取り組み 

＜DAE＞ 
■ 健康なダイキンが、健康な社員を育てる 

私たちは、仕事以外の時間にも従業員の健康と福祉に配慮すること
が重要であると考えています。そこで、健康的な⽣活習慣（⾷・酒・
煙・薬物）を指南する冊⼦「Healthy Daikin a healthy worker」
を産業医と共同で作成し、全従業員に配布しています。 
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＜DAE＞ 
■ COVID緊急事態 

COVID-19パンデミック対策本部を設置し、職場のレイアウト、働く場所、共有スペースの整理、気流管理、空気
環境分析、⼈材育成、スマートワーク、脆弱なカテゴリーへの具体的な対応などを⾏っています。 

   

＜DAE＞ 
■ 労働安全衛⽣教育 

法令遵守とリスクアセスメントプログラムに基づくDAE教育を実施しました。 

＜クラムリントン＞ 
■ 安全衛⽣教育 

DAPUKは、リスクアセスメントプログラムを通じて、すべてのリスクとハザードを特定します。これを通じて、必要なトレ
ーニングを特定し、実施しています。これには、教室でのトレーニングや、ツールボックストーク、スタッフブリーフィングな
どのオンライントレーニングが含まれます。 

＜クラムリントン＞ 
■ 安全衛⽣教育 

DAPUKは、従業員の健康と福祉に対する義務に基づき、産業保健チームを通じて全製造スタッフの健康診断を
毎年実施しています。 

また、新⼊社員に対しては、⼊社前に健康診断を実施しています。 
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【地域社会】 教育活動への⽀援  

＜クラムリントン＞ 
■ 実習⽣制度 

DAPUKは実習プログラムを運営しています。現在、4名の実習⽣がおり、全員がクラムリントンにいます。教育のサ
ポートはトレーニングプロバイダーに依頼し、実習⽣にはそれぞれ職場のメンターが付きます。実習期間は、部⾨によ
って2年から4年までとさまざまです。彼らは、OJTと⼤学での昼間の授業に時間を割いています。 

＜クラムリントン＞ 
■ 職場体験制度 

DAPUKは現在、16歳前後の若い学童を対象に職場体験の受け⼊れを⾏っています。地元の学校では、1週間
または2週間の職場体験プログラムを実施し、実際の職場環境を体験してもらっています。これは、⽣徒が進路を
決定する際の参考にもなります。 

＜クラムリントン＞ 
■ ⼤学院プログラム 

DAPUKは地元の⼤学と良好な関係を保ち、⼤学⽣が8週間のセッションに参加し、学業に役⽴てるとともに、実
地での経験を積むことができる⼤学院プログラムを実施しています。 

このプログラムは、COVID-19の影響で⼀旦停⽌していますが、いずれは再開する予定です。 

＜クラムリントン＞ 

■ キャリアフェアへの参加 

DAPUKは毎年、地元の学校、カレッジ、⼤学で開催されるキャリアフェアに参加し、学⽣が受験を終えた後に⽬指
すことのできるエンジニアリングやデザインのキャリアについて、その概要を紹介しています。⼈事担当者が技術系・デ
ザイン系の社員と⼀緒に参加し、学⽣から仕事に関する質問を受けることもあります。DAPUKは、このような地域
社会への還元にも⼒を⼊れています。 
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＜クラムリントン＞ 
■ コンサルタント・プログラム 

DAPUKは、コンサルタントと共同で、コンサルタント研修⽣がクラムリントンで1週間、イタリアで2週間、⼯程を学
び、ダイキンの製品に関する知識を⾝につけるプログラムも実施しています。 

また、このプログラムを⼤学⽣に開放し、製造やエンジニアリングの⾒識を深めてもらうことも検討しています。 

現在、COVID-19のため中断していますが、いずれ再検討する予定です。 

 

【地域社会】 その他の地域貢献  

＜DAE> 
■ 地域⽀援 

今年度は、地域社会への⽀援として、近隣の⾼齢者施設にエアコン3台を提供しました。 

＜セッターラ＞ 
■ クリスマスパッケージ 

クリスマス期間中のチャリティープログラム︓従業員のクリスマスボックス
の内容物の⼀部と寄付⾦で作ったクリスマスボックスを寄贈。 

 

＜DAE＞ 

■ ランニングチーム 

DAEはランニングチームを設⽴し、35名（全従業員の7％）が登録しました。 
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＜クラムリントン＞ 
■ Better Health @ Work Award 

DAPUKは、Public Health Trustを通じてBetter Health @ 
Work Schemeを実施しています。この制度は、従業員がワークライフ
バランスを実現するために、健康やフィットネス、栄養、メンタルヘルスな
どに関する情報を提供するものです。この賞の⽬的は、従業員へのコミ
ットメントを⽰し、健康上のニーズを評価し、健康的なライフスタイルの
選択に関するアドバイス、指導、サポートを提供することです。 

また、従業員が参加する社内キャンペーンもあり、以下のキャンペーン
が⾏われました。 

Stoptober - 禁煙を奨励するキャンペーン。 ビジュアルボードやリーフ
レットを作成し、禁煙を呼びかけました。 

DSE（ディスプレイ・スクリーン・アセスメント）︓関連するすべての従
業員に対して実施し、適切な機器の使⽤と姿勢の指導を⾏いまし
た。 

健康的な⾷事 - 健康的な⾷事を奨励するキャンペーンを実施し、
従業員に情報を提供しました。 

メンタルヘルスとストレス - メンタルヘルス・ファーストエイダー（MHF）
と並⾏して、業務上のストレスを予防するための情報を従業員に提供
しました。 
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＜クラムリントン＞ 
■ Better Health @ Work –メンタルヘルス・ファーストエイダーズ 

昨今、スタッフの安全を守るために、メンタルヘルスは最重要課題となっていま
す。このたび、事業所全体で4名のスタッフ（オフィスで2名、店舗で2名）に
メンタルヘルス・ファーストエイダーとしての訓練を実施しました。 

この2⽇間のコースは、参加者にメンタルヘルス・ファースト・エイダーとなるため
のスキルを提供するものです。参加者は、メンタルヘルスとは何か、ウェルビーイ
ングに影響を与える要因とは何かについて深く理解することができます。このコ
ースでは、精神疾患の兆候を発⾒するための実践的なスキルを学び、援助を
必要としている⼈をサポートする⾃信を⾝につけます。 

 

＜クラムリントン＞ 
■ Better Health @ Work Award - COVID-19 Stay Safe キャンペーン 

パンデミックの期間中、私たちはさまざまなファクトシートを作成し、現在の国のガイダンスと、それがすべてのスタッフに
どのように適⽤されるかを説明しました。これらの⽂書には、この時期に健康でいるためのさまざまなトピックも加えて
います。デスクワークやホームオフィスでの座りっぱなしを避け、活動的に過ごすこと、健康的な⾷事、精神的な健康
など、あらゆることを取り上げています。パソコンにアクセスできないスタッフのために、社内イントラネット、電⼦メール、
掲⽰板などで共有しました。 

⼯場はCOVID-19安全職場規則に適合するように改造され、すべてのリスクアセスメントは、個⼈⽤防護具
（PPE）の要件や社会的距離の取り⽅などの新しい対策を反映し、常に更新されてきました。安全な作業を可
能にするため、共同スペースを閉鎖したり、⼈数数の制限をしています。この間、全スタッフにマスク、⼿指消毒剤、
その他の関連するPPEが配布されました。 

COVID-19との共存を学び、多くの制限が解除された今、私たちは引き続き⼿指消毒剤と洗浄剤を提供し、従
業員の良識ある⾏動を期待します。 

＜クラムリントン＞ 
■ Better Health @ Work –インフルエンザキャンペーン 

DAPUKの従業員は、産業保健師を通じて、毎年インフルエンザワクチンを接種する機会を得ています。今年は、
全国的なワクチン不⾜のため、産業保健機関がワクチン需要に対応するのに苦労したため、30⼈の社員が社内で
接種し、他の社員も接種費⽤を負担して、経費として戻ってきました。 

 


